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持続可能な社会づくり～ SDGs 達成を目指して～
なごや環境大学の第 4期ビジョンの柱の一つである「持続可能な社会づくりに関わる知識・情報、地域の情報」の
提供を目指し、市民／市民団体、企業、教育機関、行政など多様な主体と協働して、講座やイベントを実施しました。
SDGs 達成を意識して取り組んだ 2020年度の環境大学の講座や事業をピックアップしてご紹介します。

主催講座・主催事業

環境白書から実践へ 2020 ～ SDGs17 の目標 その先へ！～

第 1部は環境白書を元に、世界・日本の現状とトピックを学び、第 2部は SDGs への取り
組み方について話題提供をしながら、アフターコロナも踏まえたサスティナブル社会を話し
合う講座を実施したことで、SDGs の達成を自分ごととしてとらえ、行動・実践していくための機会の提供となりました。

2020 年 7 月 10 日（金）250 名参加
【会場】愛知学院大学　名城公園キャンパス / オンライン（ハイブリッド）
【講師】中島恵理氏（環境省大臣官房環境計画課計画官）
【ゲストスピーカー】藤井勉氏（愛知学院大学地域連携センター助教）、横地利彦氏（熱田神宮権禰宜）
●共催：環境省中部地方環境事務所、愛知学院大学名城公園キャンパス地域連携センター

SDGs オンラインセミナー 2030 年の先をみつめる人々

本講座では、「森林グランドサイクル（第 1回）」に始まり、「エネルギー転換（第 2回）」、「フェアトレード（第 3回）」、「子ど
もと食（第 4回）」、「持続可能な働き方や暮らし（第 5回）」、「気候変動（第 6回）」、「海の豊かさ（第 7回）」、「陸の豊かさ（第
8回）」、「低炭素やまちづくり（第 9回）」、「協働（第 10回）」と、関わりが深い SDGs の目標になぞらえて、自身の多様な活
動を紹介する講座を行い、なごや環境大学が実践する SDGs を示しました。

2020 年 10 月 23 日～ 2021 年 2 月 19 日（全 10 回）　668 名参加
【会場】オンライン
【講師】河崎泰了氏（株式会社竹中工務店木造・木質建築推進本部営業・プロモーショングルー

プ副部長）、杉山範子氏（名古屋大学大学院環境学研究科特任准教授）、加古麻理江氏（フェ
アビーンズなごや地球ひろば店）、根岸恵子氏（NPO 法人こども NPO 事務局）、松本イ
ズミ氏（NPO フィトラボ代表）、多森成子氏（気象予報士）、亀井浩次氏（NPO 法人藤前
干潟を守る会理事長）、長谷川明子氏（ビオトープ・ネットワーク中部会長）、肆矢直司氏（東
邦ガス株式会社 CSR 環境部長）、岸田眞代氏（岸田パートナーシップ研究所代表）

SDGs に向けての協働型のしくみづくり
自治体ミーティング 2020

コロナ禍の中、SDGs 施策をどう運用するかについて意見交換を図るとともに、各地域で SDGs に向けた協働型の仕組みづくり
への契機・協働の輪の広がりを目指すことを目的に実施しました。先進事例や特徴的な取り組みをされている自治体の事例を聞
くことで、多くの自治体が感じている「何をどうすることが SDGs の推進につながるのか」という共通の悩みに対する解決の糸
口を探るヒントを提供する場となり、自治体間の連携に繋がりました。

2021 年 1 月 29 日（金）　20 自治体 35 名参加
【会場】名古屋市環境学習センター / オンライン（ハイブリッド）
【コーディネーター】千頭 聡氏（なごや環境大学アドバイザリーボード、日本福祉大学教授、

藤前干潟協議会 会長）
【司会進行】松本イズミ氏（なごや環境大学アドバイザリーボード、NPO フィトラボ代表）
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年２期の企画者に向けた説明会はオンライン上
で実施しました。コロナ禍での悩みや対策、で
きることを模索するための意見交換会を実施し
ました。

講座企画者説明会・情報交流
ウェブ上での共育講座の実施のスキ
ルを学ぶ「はじめてのオンライン共
育講座」を初級・中級と２回に分け
て実施しました。機器の操作や画面
設定など、オンラインでも配信がで
きるスキルを学びました。

スキルアップ講座

池上先生と学ぶ SDGs の現
い

在
ま

in なごや

昭和区の魅力アップを考えよう

高校生や大学生を対象に、ジャーナリストの池上彰さん（愛知学院大学特
任教授）と、３部構成で SDGs の基本や愛知県内の自治体・企業・団体の
SDGs に対する取り組みの現状を紹介しました。

大学生・高校生が主体となり「住み続けたい昭和区」を考えて事業化へつなげて
いくプロジェクトを実施しました。令和 2年度は、区内の大きな公園を活用した
区の魅力向上を考えました。公園のフィールド見学やワークショップを通してア
イデアを出し合い令和 3年度への実施案を作りました。また八事興正寺公園では
令和 3年度のイベント実施に先立ち、学生自らが主体となって間伐作業を行いま
した。

2021 年 3 月 14 日（日）455 名参加
【会場】愛知学院大学　名城公園キャンパス / オンライン（ハイブリッド）
【登壇者】（第 1 部）愛知学院大学 2 名、愛知高等学校 2 名、なごや環境大学ユー

スクラブ（名城大学）1 名　（第 2 部）愛知県政策企画局、名古屋市 環境局、
東邦ガス株式会社 CSR 環境部、ブラザー工業株式会社 CSR& コミュニケー
ション部、なごや環境大学アドバイザリーボード

●共催：愛知学院大学

2020 年 9 月～ 2021 年 3 月  延べ 135 名
【講師】長谷川明子氏（ビオトープ・ネットワーク中部会長）、蓚田陽作氏（環境省自

然公園指導員）
●共催：昭和区役所
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森林プロジェクト

森イキ！デザインニング
プロジェクト成果発表会 森林スキルアップ講座

名古屋の森の映
ば

えスポット探し！
＆グリーンフォレスターと語ろう

2019 年度設楽町神田での活動に参加した皆さんがまとめた
５つのデザイン等の成果発表会と神田の森びらきを開催。な
ごやサテライトプログラムでは、神田の木を使ったオリジナ
ル木琴づくりを行いました。

森林整備のためのファーストステップとして、 みどりとつき
あうための基礎知識 ・ 管理技術等を身につける講座を開催。

大学生や若手社会人たちと市内に点在する森を訪れ、魅力や抱える問題
を知り、映像作成等を通じて解決策を考えました。また森づくりや活動
にいかすため、オンラインでスイスで森づくりの活動をしている講師と
つなぎ「近自然森づくり」を学ぶセミナーを実施しました。

2020 年 10 月 17 日（土）サテライトプログラム 34 名参加
10 月 31 日（土）成果発表会

2020 年 11 月 24 日（火） 47 名参加
2021 年 3 月 3 日（水）
●共催：岐阜県立森林文化アカデミー、岩間造園株式会社

2021 年 3 月 17 日（水）なごや西の森（戸田川緑地）、熱田神宮 72 名参加
20 日（土）平針の里山、才井戸流
24 日（水）動画づくりとオンラインセミナー

森林整備体験

共育講座で縁のある市民団体との共催で、水源保全と森林整備等の活動を実際に体験する講座を実施しました。

2021 年 3 月 9 日（火）  10 名参加
●共催：公益社団法人日本山岳会東海支部・猿投

の森づくりの会
2021 年 3 月 13 日（土）
●共催：ＮＰＯ法人「みたけ・500 万人の木曽川

水トラスト」
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SDGs 未来創造クラブ

まちづくりプロジェクト

「まちづくりプロジェクト」では、錦二丁目地区をモデルエリアに地域の課題解決を目
指して、事業者、地域団体等の多様な主体が参加して、SDGs の視点を取り入れたまち
づくりに取り組みました。事業者、地域団体等の多様な主体が参加し、地域の課題や各
自の取り組みを共有する 2回のワークショップを経て、テーマごとに 5つのグループ
に分かれ、約半年にわたって、SDGs の達成につながる事業展開を検討しました。
11月には、住民・事業者等に SDGs 達成に向けた新しい暮らしやまちを感じてもらう
きっかけとなることを目指した「みちにわ SDGs マルシェ」を錦二丁目内の道路空間
を活用して開催し、一部のグループからは複数の企業の協働による出展も行いました。

2020 年 8 月 19 日（水）～ 2021 年 1 月 20 日
【参加】SDGs まちづくりプロジェクトワークショップ 193 名、SDGs セミナー 109 名、

みちにわ SDGs マルシェ 700 名
【会場】錦二丁目内施設（コットンビル、常瑞寺、IMOM スペース、エコパルなごや等）、道路（長

島町通）、オンライン
【プロジェクトリーダー】千頭聡氏（なごや環境大学アドバイザリーボード、日本福祉大学

教授、藤前干潟協議会 会長）
【プロジェクトメンバー】堀田勝彦氏（錦二丁目まちづくり協議会 会長）
【ファシリテーター】名畑恵氏（錦二丁目エリアマネジメント株式会社）

2020 年 12 月 16 日　ウェブサイト SDGs 街（マーチ）開設
2020 年 12 月 26 日～ 2021 年 1 月 31 日　名古屋市図書館特設展示 1,020

名参加
【プロジェクトリーダー】大鹿聖公氏（愛知教育大学 教授）
【プロジェクトメンバー】藤井昌也氏（名古屋市教育委員会 教育次長）

人づくりプロジェクト

「人づくりプロジェクト」では、小学生向けに SDGs を学べるウェブサイト
やツールを制作して SDGs 達成への意識を育み、持続可能なまちづくりを
担う人づくりに取り組みました。12月に開設した、ウェブサイト「なごや
SDGs 街（マーチ）」では、まちづくりゲームや、企業・施設等の取り組み
を動画で紹介する「SDGs チューブ」、SDGs の取り組みやアイデアを投稿
できる「SDGs みんなのアイデア」などのコンテンツにより、楽しみなが
ら SDGs について学べます。また、パネル・ワークシートなどにより各施
設の取り組みを学ぶ「SDGs フィールド」を実施するとともに、小学生の
冬休みの日誌「冬の生活」と連携し市内 21図書館において SDGs 特設展
示を実施しました。そのほか、SDGsについて学べる「SDGsかるた」・「SDGs
すごろく」などを制作・展開しました。

みちにわ SDGs マルシェ

ワーキンググループの様子

ウェブサイト「なごや SDGs 街（マーチ）」

SDGs かるた・すごろく


